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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲームルーム管理システムであって、
　ゲームをプレーするための少なくとも一つのゲームルームを生成する少なくとも一つの
ゲームルームサーバと、
　前記少なくとも一つのゲームルームサーバにおけるゲームルームの生成に対する制御情
報を送信するとともに、前記少なくとも一つのゲームルームサーバからゲームルーム状態
変化情報を受信して格納するゲームルームマネージャサーバと、
　前記ゲームルームサーバに生成されるゲームルームの住所情報の割り当て要請が前記ゲ
ームルームサーバから送信されると、固有の住所情報を割り当てて前記ゲームルームサー
バに返信するとともに、前記ゲームルームマネージャサーバと少なくとも一つのゲームル
ームサーバとの間のパケットを前記固有の住所情報を利用して中継するハブサーバと、
　使用者クライアントがゲームルーム生成要請情報を送信することができるインタフェー
スを生成する少なくとも一つの待機者サーバと
　を含み、
　使用者クライアントが前記インタフェースを用いてゲームルーム生成要請情報を前記ゲ
ームルームマネージャサーバに送信した場合、前記ゲームルームマネージャサーバはゲー
ムルームを生成するゲームルームサーバを指定し、
　前記ゲームルームサーバが前記ハブサーバに住所情報の割り当て要請を送信した場合、
前記ハブサーバは住所情報を返信し、
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　前記ゲームルームサーバは、前記返信された住所情報に応じてゲームルームを生成する
ことを特徴とするゲームルーム管理システム。
【請求項２】
　使用者クライアントからのログイン要請を処理して使用者クライアントの接続を許容し
、使用者クライアントの接続情報を生成するロビーサーバと、
　前記ロビーサーバから使用者クライアントの接続情報を、ゲームルームサーバから前記
ゲームルーム状態変化情報を受信して格納する使用者マネージャサーバと、
　をさらに含み、
　前記少なくとも一つの待機者サーバは、使用者クライアントが前記少なくとも一つのゲ
ームルームサーバに生成されたゲームルームに対する情報の要請及び前記少なくとも一つ
のゲームルームサーバに生成されたゲームルームへの参加要請情報を前記ゲームルームサ
ーバに送信することができる第２のインタフェースを生成して前記使用者クライアントに
送信し、使用者クライアントは前記第２のインタフェースを用いて前記少なくとも一つの
ゲームルームサーバに生成されたゲームルームに対する情報を照会して、参加要請するこ
とを可能とすることを特徴とする請求項１に記載のゲームルーム管理システム。
【請求項３】
　前記ゲームルームマネージャサーバは、ゲームルームが複数のゲームルームサーバに均
等に分布されるようにゲームルームサーバを指定することを特徴とする請求項１に記載の
ゲームルーム管理システム。
【請求項４】
　使用者クライアントが前記待機者サーバの生成したインタフェースを用いることによっ
て前記ゲームルーム生成要請情報が前記ゲームルームマネージャサーバに送信され、前記
ゲームルームマネージャサーバがゲームルームサーバ指定情報を伝送すると、前記使用者
クライアントは前記ゲームルームサーバ指定情報により指定されたサーバに接続すること
を特徴とする請求項１に記載のゲームルーム管理システム。
【請求項５】
　前記ゲームルームの生成時、使用者クライアントは前記待機者サーバの生成したインタ
フェースを用いることによってゲームルームのレベル、人員を含むゲームルーム属性情報
を入力することができ、前記生成されたゲームルームの住所情報及び属性情報が前記使用
者クライアントから前記ゲームルームマネージャサーバに伝送されることを特徴とする請
求項４に記載のゲームルーム管理システム。
【請求項６】
　前記ゲームルームマネージャサーバは、生成されたゲームルームの住所情報と、ゲーム
ルームのレベル、年齢、性別、人数のうち少なくとも一つを含むゲームルームの属性情報
とを格納し、使用者クライアントが特定の種類のゲームルームの属性情報を要請する場合
、前記ゲームルームの属性情報を利用して使用者クライアントが要請した種類に相応する
ゲームルームリスト及び各ゲームルームの住所情報を送信することを特徴とする請求項１
に記載のゲームルーム管理システム。
【請求項７】
　前記ゲームルームマネージャサーバは、使用者クライアント及び前記使用者マネージャ
サーバのいずれか一つより送信される、使用者のゲームレベル、年齢、性別を含む使用者
の特性情報と、前記ゲームルームマネージャサーバに格納されている、ゲームルームのレ
ベル、年齢、性別、人数のうち少なくとも一つを含むゲームルームの属性情報とに基づい
て、使用者の特性に適するゲームルームリストを抽出し、前記ゲームルームリストの中か
ら所定のアルゴリズムに従って一つを選択し、選択されたゲームルームに参加するための
住所情報を送信することを特徴とする請求項２に記載のゲームルーム管理システム。
【請求項８】
　前記ゲームルームマネージャサーバは、
　ゲームルーム生成時、ゲームルームサーバの負荷をモニタリングしてゲームルームが生
成されるゲームルームサーバを指定するゲームルーム生成制御部と、
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　前記ゲームルームサーバから、ゲームルーム生成情報及び生成されたゲームルームの状
態変化情報を受信するゲームルーム情報受信部と、
　前記ゲームルーム情報受信部により受信されたゲームルーム生成情報又はゲームルーム
の状態変化情報に関するゲームルームのレベル、年齢、性別、人数のうち少なくとも一つ
を含むゲームルームの属性情報を格納するゲームルーム情報管理部と、
　前記ゲームルームの属性情報に対する要請を使用者クライアントから受信する場合、前
記ゲームルーム情報管理部に格納されたゲームルームの属性情報を送信するゲームルーム
情報提供部と、
　使用者クライアントより、前記使用者クライアントの使用者のゲームレベル、年齢、性
別を含む使用者の特性情報を受信し、前記使用者の特性に適するゲームルームを選択し、
当該ゲームルームに参加するためのゲームルームの住所情報を送信するゲームルーム参加
マッチング部と、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載のゲームルーム管理システム。
【請求項９】
　前記使用者クライアントは、前記ゲームルームマネージャサーバが送信するゲームルー
ムの住所情報を利用して当該ゲームルームの生成されたゲームルームサーバに直接接続す
ることを特徴とする請求項８に記載のゲームルーム管理システム。
【請求項１０】
　ゲームルーム管理システムであって、
　ゲームをプレーするための少なくとも一つのゲームルームを生成する少なくとも一つの
ゲームルームサーバと、
　前記少なくとも一つのゲームルームサーバからゲームルーム状態変化情報を受信して格
納するとともに、ゲームルームの生成に関する制御情報を送信するゲームルームマネージ
ャサーバと、
　前記ゲームルームサーバに生成されるゲームルームの住所情報の割り当て要請が前記ゲ
ームルームサーバから送信されると、固有の住所情報を割り当てて前記ゲームルームサー
バに返信するとともに、前記ゲームルームマネージャサーバと少なくとも一つのゲームル
ームサーバとの間のパケットを中継するハブサーバと、
　使用者クライアントがゲームルーム生成要請情報を送信することができるインタフェー
スを生成する少なくとも一つの待機者サーバと
　を含み、
　前記少なくとも一つのゲームルームサーバのそれぞれには複数のグループが形成され、
前記複数のグループのそれぞれには複数のゲームルームが生成され、前記少なくとも一つ
のゲームルームサーバ、前記複数のグループ、及び前記複数のゲームルームはそれぞれ固
有の住所情報を有し、
　少なくとも一つのゲームルームサーバの固有の住所情報は、前記ゲームルームサーバが
、前記返信された住所情報に応じてゲームルームを生成するときに前記ゲームルームサー
バが前記ハブサーバに住所情報の割り当て要請を送信して前記ハブサーバより返信された
住所情報であり、
　前記ハブサーバは前記固有の住所情報を利用して前記ゲームルームマネージャサーバと
前記複数の少なくとも一つのゲームルームサーバ、前記複数のグループ、及び前記複数の
ゲームルームとの間のパケットを中継することを特徴とするゲームルーム管理システム。
【請求項１１】
　前記複数のゲームルームの固有の住所情報は、前記複数のグループ単位に生成されるこ
とを特徴とする請求項１０に記載のゲームルーム管理システム。
【請求項１２】
　前記ゲームルームマネージャサーバは、前記待機者サーバからゲームルーム生成要請情
報を受信する場合、ゲームルームを生成するグループ指定情報を送信し、指定されたグル
ープにゲームルームが生成されることを特徴とする請求項１０に記載のゲームルーム管理
システム。
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【請求項１３】
　ゲームルームを複数含むことができるチャンネルを管理するゲームチャンネル管理シス
テムであって、
　使用者クライアントのゲームルームへの接続をモニタリングし、チャンネルに含まれる
ゲームルームに対して使用者クライアントから送信される情報により設定された、ゲーム
ルームの、利用者のレベル、年齢、地域、性別に関するチャンネル情報を含んで送信され
たゲームルーム生成要請情報に応答してゲームルームを生成して前記チャンネル情報を送
信するフロントサーバ群と、
　前記フロントサーバ群から使用者クライアントの接続情報及び状態変化情報と生成され
たゲームルーム情報及びゲームルームの状態変化情報とを受信して格納するとともに、ゲ
ームルームの生成に関する制御情報を送信するバックエンドサーバ群と、
　前記フロントサーバ群に生成されるゲームルームの住所情報の割り当て要請が前記ゲー
ムルームサーバから送信されると、固有の住所情報を割り当てて前記ゲームルームサーバ
に返信するとともに、前記フロントサーバ群と前記バックエンドサーバ群との間のパケッ
トを中継するハブサーバと、
　を備え、
　前記フロントサーバ群に生成されるゲームルーム情報には、使用者が設定したゲームル
ームのレベル、年齢、性別、人数のうち少なくとも一つを含むゲームルーム属性情報が含
まれ、
　前記フロントサーバ群は使用者クライアントが特定チャンネル情報要請を送信する場合
、前記バックエンドサーバ群から、使用者クライアントが要請したチャンネルに含まれる
前記ゲームルーム情報を受信し、
　前記フロントサーバ群は、使用者クライアントがゲームルーム生成要請情報を前記バッ
クエンドサーバ群に送信することができるインタフェースを生成し、
　使用者クライアントが前記インタフェースを用いてゲームルーム生成要請情報を前記バ
ックエンドサーバ群に送信した場合、前記バックエンドサーバ群はゲームルームを生成す
るフロントサーバを指定し、指定された前記フロントサーバからゲームルームが生成され
、
　前記フロントサーバ群から前記ハブサーバに住所情報の割り当て要請を送信し、前記ハ
ブサーバは、生成された前記ゲームルームに住所情報を割り当てるように制御することを
特徴とするゲームチャンネル管理システム。
【請求項１４】
　前記フロントサーバ群は、
　使用者クライアントからのログイン要請情報を受信し、前記バックエンドサーバ群との
通信を通じて前記ログイン要請情報を処理する少なくとも一つのロビーサーバと、
　前記バックエンドサーバ群との通信を通じてゲームルームを生成し、ゲームルームに参
加した使用者クライアントにゲームサービスを提供する少なくとも一つのゲームルームサ
ーバと、
　前記バックエンドサーバ群から使用者クライアントが要請したチャンネルに含まれるゲ
ームルーム情報を受信して使用者クライアントに送信する待機者サーバと、
を含むことを特徴とする請求項１３に記載のゲームチャンネル管理システム。
【請求項１５】
　前記バックエンドサーバ群は、
　前記フロントサーバ群から使用者クライアントの接続情報及び状態変化情報を受信して
格納する使用者マネージャサーバと、
　前記フロントサーバ群からゲームルーム情報及びゲームルームの状態変化情報を受信し
て格納するゲームルームマネージャサーバと、
　前記待機者サーバから、待機者サーバに生成されたチャンネル情報及び各チャンネルの
使用者情報を受信して格納する待機者マネージャサーバと、
　を含むことを特徴とする請求項１４に記載のゲームチャンネル管理システム。



(5) JP 4781942 B2 2011.9.28

10

20

30

40

50

【請求項１６】
　前記待機者サーバには使用者クライアントが選択することができるチャンネル情報及び
各チャンネルに含まれるゲームルームの検索の問い合わせ情報を生成するためのキーワー
ド情報があらかじめ設定され、使用者クライアントのチャンネル情報要請送信時に前記キ
ーワード情報を抽出して、使用者クライアントが要請したチャンネルに含まれるゲームル
ームの検索の問い合わせを生成して前記ゲームルームマネージャサーバに伝送することを
特徴とする請求項１５に記載のゲームチャンネル管理システム。
【請求項１７】
　前記待機者サーバは、ゲームレベル、性別を含む少なくとも一つのチャンネル属性選択
情報を受信し、使用者クライアントのチャンネル属性選択情報に関連するゲームルームを
検索するための問い合わせ情報を生成して前記ゲームルームマネージャサーバに伝送する
ことを特徴とする請求項１５に記載のゲームチャンネル管理システム。
【請求項１８】
　前記ゲームルームマネージャサーバは格納するゲームルームの属性情報を利用して前記
検索の問い合わせに関連するゲームルームリストを検索して、前記使用者クライアントへ
送信することを特徴とする請求項１６または１７に記載のゲームチャンネル管理システム
。
【請求項１９】
　前記ゲームルームマネージャサーバが送信するゲームルームリストにはゲームルームの
固有の住所情報が含まれ、使用者クライアントは前記固有の住所情報を利用して当該ゲー
ムルームに接続することを特徴とする請求項１８に記載のゲームチャンネル管理システム
。
【請求項２０】
　前記待機者サーバは使用者クライアントが特定のチャンネルを選択する場合、前記待機
者マネージャサーバから、使用者クライアントが選択したチャンネルに参加した使用者情
報を受信して前記チャンネルを選択した使用者クライアントに送信することを特徴とする
請求項１５に記載のゲームチャンネル管理システム。
【請求項２１】
　前記待機者マネージャサーバは前記待機者サーバにおいて生成された各チャンネルの住
所情報を格納し、前記待機者サーバから使用者クライアントのチャンネルへの参加要請情
報を受信する場合、当該チャンネルに参加した使用者情報とともに当該チャンネルの住所
情報を送信し、チャンネル情報を要請した使用者クライアントは前記待機者マネージャサ
ーバから送信された住所情報を利用して参加要請がされたチャンネルに接続することを特
徴とする請求項２０に記載のゲームチャンネル管理システム。
【請求項２２】
　ゲームチャンネル管理システムであって、
　ゲームをプレーするための少なくとも一つのゲームルームを生成する少なくとも一つの
ゲームルームサーバであって、前記ゲームルームの生成時に使用者クライアントから送信
される情報により各ゲームルームのレベル、年齢、性別、人数のうち少なくとも一つを含
むゲームルーム情報が定まる、少なくとも一つのゲームルームサーバと、
　前記少なくとも一つのゲームルームサーバにおけるゲームルームの生成に対する制御情
報を前記少なくとも一つのゲームルームサーバへ送信し、前記少なくとも一つのゲームル
ームサーバから、生成されたゲームルームの属性情報を含むゲームルーム情報とゲームル
ーム状態変化情報とを受信して格納するゲームルームマネージャサーバと、
　使用者クライアントがチャンネル参加要請情報を送信することができるインタフェース
を生成して前記ゲームルームマネージャサーバから使用者クライアントが参加を要請した
チャンネルに含まれるゲームルーム情報を受信する待機者サーバと、
　前記待機者サーバから使用者クライアントのチャンネル参加要請情報を受信して格納す
るとともに、使用者クライアントの特定のチャンネル参加時に、前記待機者サーバの要請
に応じて当該チャンネルの使用者情報を送信する待機者マネージャサーバと、
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　前記ゲームルームサーバに生成されるゲームルームの住所情報の割り当て要請が前記ゲ
ームルームサーバから送信されると、固有の住所情報を割り当てて前記ゲームルームサー
バに返信するとともに、前記ゲームルームサーバと前記ゲームルームマネージャサーバと
待機者マネージャサーバとの間のパケットを中継するハブサーバと、
　を含み、
　前記待機者サーバは、使用者クライアントがゲームルーム生成要請情報を送信すること
ができるインタフェースを生成し、使用者クライアントが前記インタフェースを用いてゲ
ームルーム生成要請情報を前記ゲームルームマネージャサーバに送信した場合、前記ゲー
ムルームマネージャサーバはゲームルームを生成するゲームルームサーバを指定し、前記
指定されたゲームルームサーバは前記ハブサーバに住所情報の割り当て要請を送信して前
記ハブサーバより返信される住所情報を有するゲームルームが生成されるように制御する
ことを特徴とするゲームチャンネル管理システム。
【請求項２３】
　前記ゲームルームサーバ、前記ゲームルームマネージャサーバ、前記待機者サーバ及び
前記待機者マネージャサーバとの通信のためのソケットを具備して、前記サーバ間のパケ
ットを中継するハブサーバをさらに含むことを特徴とする請求項２２に記載のゲームチャ
ンネル管理システム。
【請求項２４】
　ゲームルームサーバ、ゲームルームマネージャサーバ、待機者サーバであって、使用者
クライアントがゲームルーム生成要請情報を前記ゲームルームマネージャサーバに送信す
ることができるインタフェースを生成して前記使用者クライアントへ送信する前記待機者
サーバ、待機者マネージャサーバ、及び前記ゲームルームサーバと前記ゲームルームマネ
ージャサーバと前記待機者サーバとの間のパケットの中継をするハブサーバを含むゲーム
システムでのゲームルームを複数含むことができるチャンネルの管理方法であって、
　使用者クライアントが前記インタフェースを用いてゲームルーム生成要請情報を前記ゲ
ームルームマネージャサーバに送信した場合、前記ゲームルームマネージャサーバはゲー
ムルームを生成するゲームルームサーバを指定し、指定されたゲームルームサーバからゲ
ームルームが生成されるように制御し、前記ハブサーバは、前記使用者クライアントから
前記ゲームルームサーバに生成されるゲームルームの住所情報の割り当て要請が送信され
ると、固有の住所情報を割り当てて前記ゲームルームサーバに返信し、前記ゲームルーム
サーバから、生成されたゲームルーム情報を前記ゲームルームマネージャサーバに伝送す
る段階（ａ）であって、前記ゲームルームには使用者クライアントが前記インタフェース
を用いて入力したゲームルームのレベル、年齢、性別、及び人数のうち少なくとも一つを
含むゲームルーム属性情報と、固有の住所情報とが設定され、前記ゲームルーム情報はゲ
ームルーム属性情報及び固有の住所情報を含む、段階（ａ）と、
　前記ゲームルームサーバにおいて生成されたゲームルームに状態変化が発生する場合、
前記ゲームルームサーバが状態変化情報を前記ゲームルームマネージャサーバに伝送し、
前記ゲームルームマネージャサーバがゲームルームに関する情報を更新する段階（ｂ）と
、
　前記待機者サーバが前記使用者クライアントからチャンネル参加要請情報を受信する場
合、要請されたチャンネルに含まれるゲームルームを、検索する問い合わせ情報を生成し
て前記ゲームルームマネージャサーバに伝送する段階（ｃ）と、
　前記ゲームルームマネージャサーバから前記検索の問い合わせ情報により前記ゲームル
ームに関する情報を検索して抽出されるゲームルームリストを抽出してゲームルームリス
ト情報を待機者サーバに送信する段階（ｄ）と、
　前記待機者マネージャサーバは、待機者サーバから特定チャンネルの使用者情報の要請
が送信された場合、当該チャンネルに参加した使用者情報を待機者サーバに送信する段階
（ｅ）と、
　前記段階（ｄ）及び（ｅ）において送信された情報を利用して、前記待機者サーバが、
チャンネル参加要請情報を送信した使用者クライアントに当該チャンネルのゲームルーム
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リスト情報及び参加した使用者情報を送信する段階（ｆ）と、
　を行なうことを特徴とするゲームチャンネル管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲームルーム及びゲームチャンネル管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、ネットワーク技術の発達により大容量マルチメディアデータの高速伝送が可能と
なり、ネットワークに接続可能な使用者端末機の普遍的な普及に応じて使用者に多様な種
類のコンテンツを提供するコンテンツ提供業者（Contents Provider ：ＣＰ）が急速に増
加している。
【０００３】
　コンテンツ提供業者は、検索、ショッピング、ゲーム及びチャットサービスのような多
様な種類のコンテンツを提供している。その中でも、特に、オンラインゲームサービスは
有料サービスであっても多くの需要者層を確保することができるという点からコンテンツ
提供業者の大きな収益源となっている。
【０００４】
　コンテンツ提供業者から提供されるオンラインゲームは、ゴーストップ（花合わせ）、
ポーカーのようなボードゲームやヘキサなどのブロックゲームなど種類が多様である。
　図１は従来のオンラインゲームシステムの一例を示す図面である。
【０００５】
　図１に示されているように、従来のオンラインゲームサーバシステムは、多数のチャン
ネルサーバ１００を含み、それぞれのチャンネルサーバには多数のゲームルームが生成さ
れている。従来において、ゲームの進行はそれぞれのチャンネルサーバごとに独立的に進
行され、チャンネルサーバは自分のサーバに生成されたゲームルームのみを管理していた
。
【０００６】
　使用者クライアント１０２は、ゲームを提供するチャンネルサーバに接続する前に別途
のゲーム接続サーバ（図示せず）から提供されるウェブページを通じてチャンネルを選択
し、選択したチャンネルのサーバにてゲームをプレーした。
【０００７】
　従来の場合、チャンネルは使用者のゲームレベル、年齢、性別などに基づいて分類され
、使用者のレベルを基準としてチャンネルを分類することが最も一般的であった。
　このような従来のシステムによれば、使用者らが特定チャンネルを選択した場合、他の
チャンネルにおいて生成されたゲームルームに参加することができなかった。また、ゲー
ムシステムに開設されたゲームルームを全体的に管理することができなかった。
【０００８】
　したがって、使用者らはゲームシステムには多数のゲームルームがあっても自分が接続
したチャンネルに所望のゲームルームがない場合、適切なゲームの進行が難しく、自分の
所望のゲームルームにてゲームを楽しむことができないという問題点があった。
【０００９】
　また、従来のゲームシステムにおいて、使用者が特定チャンネルの情報( チャンネルに
開設されたゲームルーム情報及びチャンネルに参加した使用者) を受信するためには当該
チャンネルサーバに直接接続しなくてはならなかった。例えば、使用者が第１チャンネル
サーバのチャンネル情報を見ようとする場合、第１チャンネルサーバに直接接続してチャ
ンネル情報を受信しなくてはならなかった。加えて、第１チャンネルサーバに接続した状
態で他のチャンネルサーバのチャンネル情報を照会することはできなかった。
【００１０】
　したがって、使用者が多くのチャンネルに開設されたゲームルーム情報を見ようとすれ
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ばそれぞれのチャンネルサーバとの接続及び接続解除作業を反復しなければならないとい
う問題点があった。
【００１１】
　また、従来のシステムはそれぞれのチャンネルサーバが一つのチャンネルで動作するの
でゲーム運営者が新しいチャンネルを作ろうとする場合、別途のチャンネルサーバが増設
されなければならないという問題点があって、多様な形態のチャンネルが提供され得なか
った。例えば、１- ５レベルの使用者、６- １０レベルの使用者、及び１１- １５レベル
の使用者のために三つのチャンネルが存在する場合、女性使用者のための別途のチャンネ
ルを作ろうとすると、女性使用者のための別途のチャンネルサーバが必要となった。
【００１２】
　オンラインゲームの使用者は、徐々に自分だけの多様な種類のチャンネルが形成される
ことを望んでいるが、上述した問題点のため、従来のゲームシステムは制限された種類の
チャンネルのみを提供することしかできなかった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明では、上記のような従来技術の問題点を解決するために、使用者がチャンネル及
び自分が接続したサーバに対する制約なしにゲームシステムに生成されたゲームルームに
自由に参加できるゲームルーム及びゲームチャンネル管理システムを提供する。
【００１４】
　本発明の別の目的は、ゲームシステムに開設された全体ゲームルームを効率的に管理す
ることができるゲームルーム及びゲームチャンネル管理システムを提供することにある。
　本発明のさらに別の目的は、使用者またはゲーム運営者により多様なチャンネル形成が
可能となり、チャンネル情報を容易に提供することができるゲームルーム及びゲームチャ
ンネル管理システムを提供することにある。
【００１５】
　本発明のさらに別の目的は、使用者がチャンネルサーバに接続しなくてもチャンネル情
報の提供を受けることができるゲームルーム及びゲームチャンネル管理システムを提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記のような目的を果たすために、本発明の一実施形態によれば、ゲームをプレーする
ための少なくても一つのゲームルームを生成する少なくとも一つのゲームルームサーバと
、上記少なくとも一つのゲームルームサーバにおけるゲームルームの生成に対する制御情
報を提供するとともに、上記少なくとも一つのゲームルームサーバからゲームルーム状態
変化情報を受信して管理するゲームルームマネージャサーバと、上記ゲームルームサーバ
にゲームルームスペースが生成される場合、生成されるゲームルームスペースに対して固
有の住所情報を割り当て、上記ゲームルームマネージャサーバと少なくとも一つのゲーム
ルームサーバとの間のパケットを中継するハブサーバと、を含むことを特徴とするゲーム
ルーム管理システムが提供される。
【００１７】
　本発明の別の実施形態によれば、ゲームをプレーするための少なくても一つのゲームル
ームを生成する少なくとも一つのゲームルームサーバと、上記少なくとも一つのゲームル
ームサーバからゲームルーム状態変化情報を受信して管理するとともに、ゲームルームの
生成に関する制御情報を提供するゲームルームマネージャサーバと、上記ゲームルームマ
ネージャサーバと少なくとも一つのゲームルームサーバとの間のパケットを中継するハブ
サーバと、を含み、上記少なくとも一つのゲームルームサーバにおいて生成されるゲーム
ルームには階層的な構造を有する固有の住所情報が割り当てられ、上記ハブサーバは上記
階層的な住所情報を利用してパケットを中継するゲームルーム管理システムが提供される
。



(9) JP 4781942 B2 2011.9.28

10

20

30

40

50

【００１８】
　本発明のさらに別の実施形態によれば、使用者が接続して使用者の接続及び状態変化情
報を感知し、使用者の要請に応答してゲームルームスペースを生成してチャンネル関連情
報を提供するフロントサーバ群と、上記フロントサーバ群から使用者の接続及び状態変化
情報と生成されたゲームルームスペースの情報及び状態変化情報とを受信して管理すると
ともに、ゲームルームスペースの生成に関する制御情報を提供するバックエンドサーバ群
と、上記フロントサーバ群とバックエンドサーバ群との間のパケットを中継するハブサー
バと、を含み、上記バックエンドサーバ群に生成されるゲームルームスペース情報には使
用者が設定した属性情報が含まれ、各ゲームルームスペースには固有の住所情報が割り当
てられ、上記フロントサーバ群は使用者がチャンネル情報を要請する場合、上記バックエ
ンドサーバ群から使用者が要請したチャンネルに相応するゲームルームスペース情報を受
信するゲームチャンネル管理システムが提供される。
【００１９】
　本発明のさらに別の実施形態によれば、ゲームをプレーするための少なくても一つのゲ
ームルームを生成する少なくとも一つのゲームルームサーバであって、上記ゲームルーム
の生成時に、各ゲームルームの属性が使用者により定まる、少なくとも一つのゲームルー
ムサーバと、上記少なくとも一つのゲームルームサーバにおけるゲームルームの生成に対
する制御情報を提供するとともに、上記少なくとも一つのゲームルームサーバから、生成
されたゲームルームの属性情報を含むゲームルーム情報とゲームルーム状態変化情報とを
受信して管理するゲームルームマネージャサーバと、使用者に、チャンネル参加を要請す
ることができるインタフェースを提供するとともに、上記ゲームルームマネージャサーバ
から使用者が参加を要請したチャンネルに相応するゲームルームスペース情報を受信する
待機者サーバと、上記待機者サーバから使用者のチャンネル参加情報を受信して管理する
とともに、使用者の特定のチャンネル参加時に、上記待機者サーバの要請に応じて該当す
るチャンネルの使用者情報を提供する待機者マネージャサーバと、を含むゲームチャンネ
ル管理システムが提供される。
【００２０】
　本発明のさらに別の実施形態によれば、ゲームルームサーバ、ゲームルームマネージャ
サーバ、待機者サーバ及び待機者マネージャサーバを含むゲームシステムでのチャンネル
管理方法であって、上記ゲームルームサーバからゲームルームの生成時に、生成されたゲ
ームルーム情報を上記ゲームルームマネージャサーバに伝送する段階（ａ）であって、上
記ゲームルームには使用者が入力した属性情報及び固有の住所情報が設定され、上記ゲー
ムルーム情報はゲームルーム属性情報及び固有住所情報を含む、段階（ａ）と、上記ゲー
ムルームサーバに生成されたゲームルームに状態変化が発生する場合、状態変化情報を上
記ゲームルームマネージャサーバに伝送する段階（ｂ）と、上記待機者サーバがチャンネ
ル参加要請情報を受信する場合、要請されたチャンネルに相応する検索クエリーを生成し
て上記ゲームルームマネージャサーバに伝送する段階（ｃ）と、上記ゲームルームマネー
ジャサーバから上記検索クエリーに相応する属性情報を有するゲームルームリストを抽出
してゲームルームリスト情報を提供する段階（ｄ）と、上記待機者マネージャサーバは待
機者サーバから特定チャンネルの使用者情報が要請された場合、当該チャンネルに参加し
た使用者情報を待機者サーバに提供する段階（ｅ）と、上記段階（ｄ）及び（ｅ）から提
供された情報を利用して、上記待機者サーバがチャンネル参加を要請した使用者に当該チ
ャンネルのゲームルームリスト情報及び参加した使用者情報を提供する段階（ｆ）と、を
含むゲームチャンネル管理方法が提供される。
【発明の効果】
【００２１】
　以上のような本発明の実施形態によれば、使用者は、チャンネル及び自分が接続したサ
ーバに対する制約を受けることなく、ゲームシステムに生成されたゲームルームに自由に
参加することができる。
【００２２】
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　また、以上のような本発明の実施形態には、ゲームシステムに開設されたゲームルーム
をそれぞれのチャンネルサーバが独立的に管理するのではなく、全体的にゲームルームを
効率的に管理することができるという長所がある。
【００２３】
　同時に、以上のような本発明の実施形態には、使用者またはゲーム運営者により多様な
チャンネル形成が可能であり、チャンネル情報を容易に提供でき、使用者がチャンネルサ
ーバに接続しなくてもチャンネル情報の提供を受けることができ、ゲームシステムに開設
されたすべてのゲームルーム情報を包括的に管理してチャンネルに相応するすべてのゲー
ムルーム情報を提供することができるという長所がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、添付された図面を参照して本発明によるゲームルーム及びゲームチャンネル管理
システムの好ましい実施形態を詳細に説明する。
　図２は本発明の好ましい一実施形態によるゲームルーム及びゲームチャンネル管理シス
テムの構成を示す図面である。
【００２５】
　図２を参照すると、本発明の一実施形態によるゲームルーム及びゲームチャンネル管理
システムは、使用者マネージャサーバ２００、待機者マネージャサーバ２０２、ゲームル
ームマネージャサーバ２０４、ハブサーバ２０６、ロビーサーバ２０８、待機者サーバ２
１０及びゲームルームサーバ２１２を含む。
【００２６】
　図２において、ロビーサーバ２０８、待機者サーバ２１０及びゲームルームサーバ２１
２は、使用者がネットワークを通じて直接接続するサーバ群であって、以下ではこれをフ
ロントサーバ群と呼ぶ。また、使用者マネージャサーバ２００、待機者マネージャサーバ
２０２及びゲームルームマネージャサーバ２０４は、フロントサーバ群に属したサーバを
管理するサーバであって、以下ではバックエンドサーバ群と呼ぶ。
【００２７】
　本発明によるゲームルーム及びゲームチャンネル管理システムは、ゴーストップ（花合
わせ）、ポーカー、テトリスなどのような独立したゲームルームにおいて複数の使用者が
ゲームを楽しめるようなオンラインボードゲーム及びブロックゲームの全てに適用され得
る。ボードゲーム及びブロックゲームのように明示的なゲームルームが提供されなくても
一定数の使用者が特定の論理的な空間でゲームを行うようないかなる種類のゲームも本発
明に適用され得る。
【００２８】
　従来の場合、ゲームシステムは複数のチャンネルサーバを含み、それぞれのサーバが一
つのチャンネルとして動作したが、本発明はサーバそれぞれが独立されたチャンネルとし
て動作せず、サーバの機能に応じてフロントサーバ群とバックエンドサーバ群を分離して
運営する。
【００２９】
　図２において、フロントサーバ群は使用者のゲームシステム接続要請情報を処理してゲ
ームを進行するためのゲームルームを提供するように機能する。フロントサーバ群は、使
用者認証処理、ゲームルーム提供、チャンネル情報提供などの機能を提供し、使用者がフ
ロントサーバ群を通じてゲームシステムに接続した場合、使用者はチャンネル情報要請、
ゲームルーム参加、チャット、ゲームルーム生成などのような多様な要請情報をフロント
サーバ群に伝送できる。
【００３０】
　本発明によれば、フロントサーバ群とバックエンドサーバ群は、ハブサーバ２０６によ
って繋がれ、ハブサーバ２０６はフロントサーバ群のサーバとバックエンドサーバ群のサ
ーバとの間のパケットを中継するように機能する。また、ハブサーバ２０６は、フロント
サーバ群のサーバ間のパケット及びバックエンドサーバ群のサーバ間のパケットも中継す
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る。すなわち、ハブサーバ２０６は本発明によるゲームルーム及びゲームチャンネル管理
システムのすべてのサーバ間のパケットを中継する。
【００３１】
　バックエンドサーバ群は、フロントサーバ群の情報を管理してフロントサーバ群の各サ
ーバの動作を制御するように機能する。具体的に、バックエンドサーバ群はフロントサー
バ群に接続した使用者の情報及びフロントサーバ群のチャンネル情報及び生成されたゲー
ムルーム情報を管理する。フロントサーバ群のゲームルームサーバ２１２にゲームルーム
が生成される場合、ゲームルーム生成情報はハブサーバ２０６を通じてバックエンドサー
バ群のゲームルームマネージャサーバ２０４に伝送され、ゲームルームマネージャサーバ
２０４は生成されたゲームルーム情報を管理する。図２に示されているそれぞれのサーバ
は複数個存在しても良い。特に、ゲームルームが生成されるゲームルームサーバ及び、ゲ
ームルームに参加しない使用者が待機する待機者サーバは多数存在しても良い。ゲームル
ームマネージャサーバ２０４は多数のゲームルームサーバから生成されるゲームルーム情
報を受信して管理する。
【００３２】
　図２において、ロビーサーバ２０８は、使用者がゲームサーバシステムに初期に接続す
るサーバである。ロビーサーバ２０８は使用者マネージャサーバ２００との通信を通じて
使用者認証を処理し、キャラクタが必要であるゲームの場合、そのキャラクタの生成を支
援する。
【００３３】
　ロビーサーバ２０８は、使用者がログインを要請する場合、使用者から受信したＩＤ及
びパスワード情報をハブサーバ２０６を通じて使用者マネージャサーバに伝送し、使用者
マネージャサーバからの応答情報に応じて使用者の接続を承諾する。
【００３４】
　待機者サーバ２１０は使用者間のチャット機能を提供して使用者がゲームに先立って参
加するゲームルームを選択することやゲームルームを生成することができる空間を提供す
る。また、待機者サーバ２１０は待機者マネージャサーバ２０２及びゲームルームマネー
ジャサーバとの通信を通じてチャンネル情報及び各チャンネルに相応するゲームルーム情
報を提供するように機能する。
【００３５】
　また、待機者サーバ２１０は、使用者が、開設されたゲームルームに対する情報の提供
を受けて、ゲームルームの参加を要請したり、ゲームルームの生成を要請することができ
るインタフェースの具備されたウェブページを提供する。勿論、待機者サーバはチャット
機能のみを提供して、ゲームルームの参加及びゲームルームの生成を要請するインタフェ
ースを提供する機能は別途のサーバにより提供されても良いということは当業者にとって
自明である。
【００３６】
　ゲームルームサーバ２１２は、複数の使用者が参加してゲームを楽しめるゲームルーム
を提供するように機能する。ゲームルームサーバ２１２はゲームルームマネージャサーバ
２０４との通信を通じてゲームルームを生成する。上述したように、ゲームルームサーバ
２１２は複数個存在しても良い。それぞれのゲームルームサーバはゲームルームの生成時
、ゲームルームマネージャサーバ２０４の制御情報に応じてゲームルームを生成する。
【００３７】
　本発明の好ましい実施形態によれば、ゲームルームサーバに複数のゲームルームスペー
スが生成される場合、それぞれのゲームルームスペースには固有の住所が割り当てられる
。
【００３８】
　本発明の第１実施形態によれば、ゲームルームサーバに生成されるそれぞれのゲームル
ームの固有住所はハブサーバ２０６により割り当てられる。割り当てられた住所はゲーム
ルームマネージャサーバでのゲームルームを識別する識別子及び当該ゲームルームスペー
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スに使用者が接続したり当該ゲームルームスペースにメッセージを伝達する場合の住所情
報として利用される。
【００３９】
　本発明の第２実施形態によれば、各ゲームルームスペースの住所情報は階層的な構造を
有していて、ゲームルームスペースの上位レベルの住所はハブサーバにより割り当てられ
るし、下位レベルの住所はハブサーバにより住所の割り当てられた上位レベルが割り当て
る。
【００４０】
　図５は本発明の第２実施形態による階層的な住所体系の一例を示す図面である。
　図５に示されているように、本発明の第２実施形態による住所体系は、プロセス、グル
ープ及びスペースに分類される。プロセスが住所の最上位レベルであり、スペースが住所
の最下位レベルである。従って、一つのプロセスには複数のグループが存在し、一つのグ
ループには複数のスペースが存在する。
【００４１】
　プロセスは本発明の第２実施形態による住所体系の最上位レベルである。本発明の一実
施形態によれば、ゲームサーバシステムの物理的なサーバそれぞれを一つのプロセスに設
定することができる。これとは異なり、独立的なサーバの集合であるサーバ群を一つのプ
ロセスに設定することもできる。
【００４２】
　グループは、プロセスの下位レベルである。それぞれの物理的なサーバが一つのプロセ
スに設定される場合、グループは物理的なサーバの空間を論理的に分割した単位となり得
る。これとは異なり、複数のサーバ群が一つのプロセスに設定された場合、グループを一
つの物理的なサーバに設定することもできる。この場合にも、物理的なサーバの空間を論
理的に分割した単位がグループと設定されても良い。
【００４３】
　スペースは、本発明による住所体系の最下位レベルであって、ゲームルーム、チャット
ルーム、待機者ルームのように使用者が接続する領域を区分する最下位単位である。一つ
のグループは複数のスペースを含む。本発明の好ましい実施形態によれば、それぞれのゲ
ームルーム、チャットルーム、待機者ルームなどは独立的なスペースとして定義され、こ
れらのそれぞれには固有のスペース住所が割り当てられる。
【００４４】
　本発明の第２実施形態によれば、ハブサーバ２０６は上位レベルの住所のうちプロセス
及びグループ住所を割り当て、割り当てられた住所を管理する。ゲームルームのようなス
ペースに対する下位レベル住所の割り当てはそれぞれのグループによって遂行される。
【００４５】
　第１実施形態とは異なり、ハブサーバが上位レベルの住所のみを担当し、個々のゲーム
ルームスペースに対する最下位レベルの住所割り当てがグループによりなされる場合、ハ
ブサーバ２０６及びグループがゲームシステムに関する住所情報を分散して処理すること
ができるという長所がある。
【００４６】
　上記した第１実施形態または第２実施形態によりそれぞれのゲームルームに住所情報が
割り当てられる場合、ゲームルームサーバは割り当てられた住所情報をハブサーバ２０６
を通じてゲームルームマネージャサーバに伝送する。
【００４７】
　また、ゲームルームサーバ２１２は生成されたスペースに状態変化が生ずる場合、ハブ
サーバ２０６を通じて状態変化情報をゲームルームマネージャサーバ２０４に伝送する。
　使用者マネージャサーバ２００は、ゲームサーバシステムに接続した使用者の情報を管
理するように機能する。使用者マネージャサーバは使用者ログイン、ログアウトまたはス
ペース移動のような使用者状態変化がある場合、当該情報をフロントサーバ群のサーバか
ら受信して管理する。特に、使用者マネージャサーバ２００は使用者がスペースを移動す
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るたびに移動した住所情報( 第１実施形態の場合はハブサーバにより割り当てられ、第２
実施形態の場合はハブサーバ及びグループにより割り当てられる) を保存することにより
ゲームサーバシステムに接続した使用者の位置情報を継続的に管理する。
【００４８】
　また、使用者マネージャサーバ２００は使用者が登録した友達情報を管理し、特定使用
者の友達が接続する場合、当該使用者に接続情報を提供する。
　ゲームルームマネージャサーバ２０４は、ゲームルームサーバにおいて生成されたゲー
ムルームに対する情報を管理して使用者がゲームルーム生成を要請する場合、ゲームルー
ム生成のための制御情報をゲームルームサーバに提供する。
【００４９】
　本発明の第１実施形態によれば、ゲームルームマネージャサーバ２０４は、複数のゲー
ムルームサーバのうちゲームルームが生成されるゲームルームサーバを指定して、指定さ
れたゲームルームサーバからゲームルームが生成されるように制御情報を提供する。
【００５０】
　本発明の第２実施形態によれば、ゲームルームマネージャサーバ２０４は、複数のグル
ープのうちゲームルームが生成されるグループを指定して、指定されたグループからゲー
ムルームが生成されるように制御情報を提供する。
【００５１】
　また、ゲームルームマネージャサーバ２０４は、ハブサーバ２０６を通じてゲームルー
ムサーバ２１２からゲームルームの状態変化情報を受信し、受信された情報を反映してゲ
ームルームサーバに生成されたゲームルームに対する情報を管理する。
【００５２】
　待機者マネージャサーバ２０２は、待機者サーバに接続した使用者情報及び待機者サー
バに生成されたチャットルームを管理するように機能する。また、ゲームルームマネージ
ャサーバ２０４のように、待機者マネージャサーバ２０２は待機者サーバ２１０でのチャ
ットルーム生成を制御する。
【００５３】
　待機者マネージャサーバ２０２は、ハブサーバ２０６を通じて待機者サーバに接続した
使用者の変化情報( チャットサーバに接続及びチャットサーバとの接続解除など) 及びチ
ャットルーム変化情報( チャットルームの生成及び生成されたチャットルームに参加した
使用者情報など) を受信して、受信された情報を管理する。
【００５４】
　本発明は従来のゲームルームシステムとは異なり、それぞれのチャンネルサーバが独立
的に自分のサーバに開設されたゲームルームを管理するのではなく、バックエンドサーバ
群のゲームマネージャサーバが複数のゲームルームサーバから生成されたゲームルームに
対する情報をハブサーバを通じて受信して管理するので、物理的に別のサーバに開設され
たゲームルームらを総合的に管理することができるという長所があり、これにより使用者
はゲームシステムに生成されたすべてのゲームルームに自由に参加することができる。
【００５５】
　また、本発明は物理的に別のサーバから生成されるそれぞれのゲームルームに固有の住
所情報を割り当てて管理するので、物理的に別のサーバから当該ゲームルームへのメッセ
ージの伝達が可能であり、特定のゲームルームへの使用者の移動が容易に成立することが
できる。
【００５６】
　本発明によれば、ゲームシステムに開設されたすべてのゲームルーム情報がゲームルー
ムマネージャサーバ２０４により管理されることになり、各ゲームルームの属性情報を利
用して動的にチャンネル情報を提供する方法が提供される。
【００５７】
　従来の場合、チャンネル情報( チャンネルに開設されたゲームルーム及びチャンネルに
参加した使用者情報) の提供を受けようとすると、各チャンネルサーバに使用者が接続を
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しなければならなかった。１- ５レベルの使用者がゲームのできるゲームルーム情報の提
供を受けようとすると、１- ５レベルの使用者のためのチャンネルサーバに接続してゲー
ムルーム情報を受信しなければならなかった。
【００５８】
　しかし、本発明によれば、それぞれの独立的なチャンネルサーバに接続することなく、
チャンネル情報の提供を受けられる。本発明によれば、待機者サーバ２１０はゲームルー
ムマネージャサーバが管理するゲームルームの属性情報を利用して使用者が選択したチャ
ンネルに相応するゲームルーム情報を提供する。
【００５９】
　例えば、使用者が１- ５レベルの使用者のためのチャンネル情報を要請した場合、待機
者サーバ２１０はゲームルームマネージャサーバ２０４との通信を通じて１- ５レベルの
使用者が参加するようにしたゲームルーム情報を提供する。
【００６０】
　すなわち、従来の場合それぞれのチャンネルサーバが自分のサーバに開設されたゲーム
ルーム情報を一括的に提供することによりチャンネルに相応するゲームルーム情報が提供
されたが、本発明によれば、ゲームルームマネージャサーバがゲームルーム属性を検索し
て使用者が選択したチャンネルに相応するゲームルーム情報を提供する。
【００６１】
　したがって、使用者は従来のようにチャンネルのゲームルーム情報を得るためにそれぞ
れのチャンネルサーバに接続する必要がなく、待機者サーバ２１０に接続して特定チャン
ネルのゲームルーム情報のみを要請すれば良い。
【００６２】
　このように本発明によれば、ゲーム運営者が、チャンネルの設定が自由にできるという
長所がある。従来の場合、一つのチャンネルはすなわちサーバであったため、チャンネル
が増える場合、それに応じてサーバも増設されなければならなかった。しかし、本発明で
は、一つのチャンネルがサーバではないので、ゲーム運営者は自由にチャンネルを増やす
ことや既存チャンネルを変更することが可能である。
【００６３】
　例えば、従来のシステムでは、１- ５レベル使用者のためのチャンネル、６- １０レベ
ルの使用者のためのチャンネル、及び１１- １５レベルの使用者のためのチャンネルがあ
ると仮定して、ここで女性使用者のためのチャンネルを新設する場合、従来のシステムで
は女性使用者のための別途のチャンネルサーバを設けなければならなかった。しかし、本
発明によれば、ゲームルームの属性に性別情報のみを追加すると、別途のサーバの増設な
しに女性チャンネルの新設が可能となる。本発明によれば、女性チャンネルが新設された
場合、待機者マネージャサーバはゲームルーム属性のうち女性使用者のためのゲームルー
ムであるという属性情報を有したゲームルームリストをゲームルームマネージャサーバに
要請し、ゲームルームマネージャサーバが検索を通じて当該ゲームルームリストを提供す
ることにより女性チャンネルが運営され得る。
【００６４】
　また、本発明によれば、使用者はゲーム運営者が開設したチャンネル以外にも多様な種
類のチャンネルを新設して当該チャンネルに相応するゲームルーム情報の提供を受けるこ
とができる。例えば、使用者は１- ５レベルの使用者でありながら女性使用者のためのチ
ャンネルの開設が可能であり、当該チャンネルに対するゲームルーム情報の提供を受ける
ことができる。この場合、ゲームルームマネージャサーバはゲームルーム属性に１- ５レ
ベル及び女性が全て設定されたゲームルーム情報を当該チャンネル情報を要請した使用者
に提供する。
【００６５】
　上記のようにチャンネル情報を提供するために、待機者サーバ２１０はチャンネル情報
を要請できるウェブページを提供し、使用者がウェブページを通じて特定チャンネルの情
報を要請すれば、待機者サーバは当該チャンネルに相応するゲームルーム情報をゲームル
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ームマネージャサーバに要請して使用者に提供する。
【００６６】
　チャンネル情報には上記のゲームルーム情報だけではなくチャンネルに含まれた使用者
情報も含まれる。従来の場合、チャンネル使用者情報はそれぞれのチャンネルサーバに接
続している使用者情報である。しかし、本発明においては、それぞれのチャンネル別にチ
ャンネルサーバが存在しないので本発明でのチャンネル使用者情報は待機者サーバ２１０
が提供するウェブページから特定チャンネルを選択してチャンネルに参加した使用者であ
ると言える。
【００６７】
　このようなチャンネル使用者情報は本発明のチャンネル情報において必須的な情報とは
言えないし、使用者においても関心の高い情報であると言えないので、必要に応じて提供
されたり、または提供されなかったりすることもある。
【００６８】
　チャンネル使用者情報が管理される場合、待機者サーバ２１０は使用者が特定チャンネ
ルの参加を要請する場合、使用者のチャンネル参加要請情報をハブサーバ２０６を通じて
待機者マネージャサーバ２０２に伝送し、待機者マネージャサーバ２０２は同一のチャン
ネルに参加した使用者をグルーピングして管理する。使用者が特定チャンネルを選択した
時、ゲームルームマネージャサーバから当該チャンネルに相応するゲームルーム情報だけ
ではなく待機者マネージャサーバから当該チャンネルに参加した使用者の情報もともに提
供され得る。使用者がチャンネルを移動した場合、使用者のチャンネル移動情報も待機者
サーバ２１０により待機者マネージャサーバ２０２に伝送される。
【００６９】
　本発明の好ましい実施形態によれば、同一のチャンネルを選択した使用者を同一のスペ
ースに位置するように制御することもできる。待機者マネージャサーバ２０２は、各チャ
ンネルに相応するスペースの生成を制御することができるし、使用者が特定チャンネルを
選択した場合、当該チャンネルのスペース情報を提供して同一のチャンネルを選択した使
用者同士が同一のスペースに位置するように制御することができる。このような場合、同
一のチャンネルを選択した使用者が同一のスペースに位置するので使用者間のメッセージ
伝送が容易になるという長所がある。
【００７０】
　上述した本発明によるチャンネル管理システムは、ゲームシステムに開設されるそれぞ
れのゲームルームに固有の住所情報が割り当てられて、各ゲームルームは使用者が設定し
た属性情報を有し、ゲームルームマネージャがゲームシステムに開設されたすべてのゲー
ムルーム情報を管理するために、可能となる。
【００７１】
　図３は、本発明の第１実施形態によるゲームルームサーバにゲームルームが開設される
手続きを示すフローチャートである。
　図３を参照すると、段階３００で、フロントサーバ群に接続した使用者はゲームルーム
生成を要請し、フロントサーバ群のサーバは当該要請情報を受信する。使用者は一般的に
待機者サーバからゲームルームの生成を要請することができるが、それ以外のフロントサ
ーバ群の別のサーバからゲームルームの生成を要請することもできる。
【００７２】
　待機者サーバはゲームルーム生成要請情報を受信すると、段階３０２で、ゲームルーム
生成に対する制御情報をハブサーバに要請する。次いで、段階３０４で、ハブサーバは当
該要請情報をゲームルームマネージャサーバに伝送する。
【００７３】
　ゲームルームマネージャサーバは、制御情報の要請を受けると、段階３０６で、ゲーム
ルームを生成するゲームルームサーバを指定する。本発明の好ましい実施形態によれば、
ゲームルームマネージャサーバは複数のゲームルームサーバにゲームルームが均等に生成
されるようにゲームルームサーバを指定する。例えば、Ａ、Ｂ、Ｃの三つのゲームルーム
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サーバが存在して、Ａサーバに２０個のゲームルーム、Ｂサーバに２０個のゲームルーム
、Ｃサーバに１７個のゲームルームが形成されている場合、ゲームルームマネージャサー
バはＣサーバにゲームルームが生成されるように制御情報を提供する。
【００７４】
　段階３０８で、ゲームルームマネージャサーバが指定したゲームルームサーバ指定情報
はハブサーバに伝送され、段階３１０で、ハブサーバは受信したゲームルームサーバ指定
情報をゲームルーム生成を要請した使用者が接続したフロントサーバ群のサーバに伝送す
る。
【００７５】
　上記ゲームルームサーバ指定情報には指定されたゲームルームサーバの識別情報及び当
該ゲームルームサーバに接続するための住所情報( 例えば、ＩＰ住所及びポート番号) が
含まれている。
【００７６】
　段階３１２で、使用者はゲームルームサーバ指定情報を受信した後、上記住所情報を利
用してゲームルームマネージャサーバが指定したゲームルームサーバに接続する。
　段階３１４で、当該ゲームルームサーバに接続した使用者のクライアントプログラムま
たはゲームルームサーバは、ハブサーバに生成するゲームルームの住所情報を要請し、段
階３１６で、ハブサーバは生成されるゲームルームの固有住所情報を伝送する。また、段
階３１８で、ハブサーバは生成した住所情報を保存して継続的に管理する。
【００７７】
　段階３２０で、ハブサーバが伝送した住所情報に応じてゲームルームサーバにゲームル
ームが生成される。段階３２２で、ゲームルームサーバは生成されたゲームルーム情報( 
ゲームルーム名、生成者、ゲームルーム属性情報、ゲームルーム住所情報などを含む) を
ハブサーバに伝送し、段階３２４で、ハブサーバはゲームルーム情報をゲームルームマネ
ージャサーバに伝送する。段階３２６で、ゲームルームマネージャサーバはゲームルーム
サーバから伝送されたゲームルーム情報を保存する。
【００７８】
　図３のような手続きにしたがってゲームルームが生成された後、ゲームルームサーバは
、ゲームルームに新しい使用者の参加やゲームルームが無くなる場合のような状態変化が
発生すると、状態変化情報をゲームルームマネージャサーバに伝送し、ゲームルームマネ
ージャサーバは常にゲームルームに対する最新の情報を維持する。
【００７９】
　図４は本発明の第１実施形態によるゲームルームサーバのモジュール構成を示すブロッ
ク図である。
　図４を参照すると、本発明の第１実施形態によるゲームルームサーバは、ゲームルーム
住所割当部４００、ゲームルーム生成部４０２、ゲームルーム状態情報伝送部４０４及び
メッセージ伝達部４０６を含むことができる。
【００８０】
　ゲームルーム住所割当部４００は、ゲームルームサーバからゲームルームが生成される
場合、ハブサーバとの通信を通じて生成されるゲームルームに固有住所を割り当てるよう
に機能する。上記のように、全体的な住所管理はハブサーバによりなされるのでゲームル
ーム住所割当部４００はゲームルーム住所割り当ての要請情報をハブサーバに伝送してハ
ブサーバから住所の割り当て情報を受信してゲームルーム生成部４０２に提供する。
【００８１】
　ゲームルーム生成部４０２は、ゲームマネージャサーバの制御に応じて使用者が参加し
て競争または協力でゲームをプレーする空間であるゲームルームを生成するように機能す
る。ゲームルーム生成部４０２はゲームルーム住所割当部４００が提供する住所情報に応
じてゲームルームを生成する。それぞれのゲームルームに対する住所割り当てはゲームル
ーム生成の前に成り立つが、ゲームルーム生成部４０２があらかじめゲームルームを生成
して使用者がゲームルームマネージャサーバの制御に応じてゲームルームの生成を要請す
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る場合、あらかじめ生成されたゲームルームに住所割り当てが成り立つように運営され得
る。
【００８２】
　ゲームルーム状態情報伝送部４０４はゲームルームの生成、消滅、参加者変化情報のよ
うなゲームルームの状態が変更される場合、状態情報をゲームルームマネージャサーバに
提供するように機能する。ゲームルーム状態情報伝送部４０４はゲームルーム状態情報を
ハブサーバに伝送し、ハブサーバがこれをゲームルームマネージャサーバに伝達する。
【００８３】
　ゲームルーム状態情報伝送部４０４は、ゲームルームの状態を継続的にモニタリングし
て、状態変化が発生する場合、変化された情報のみを伝送することもでき、すべての状態
情報を伝送することもできる。
【００８４】
　メッセージ伝達部４０６は、ゲームルームスペースにメッセージ伝達要請( 例えば、ゲ
ームルームに参加した使用者へのメッセージ伝達) がある場合、伝送されたメッセージを
当該使用者に伝達するように機能する。本発明によるゲームルーム管理システムは使用者
マネージャサーバが各使用者の属したゲームルームの固有住所情報を管理するので、互い
に異なるサーバに接続した使用者でも特定ゲームルームでゲームをする使用者にメッセー
ジ伝送が可能である。
【００８５】
　図３及び図４のように、本発明の第１実施形態によれば、使用者マネージャサーバによ
りゲームルームを生成されるゲームルームサーバが指定されるので、特定の一つのゲーム
ルームサーバのみに多数のゲームルームが生成されて負荷が偏重されるという従来の問題
点が解決される。従来の場合、使用者が多いチャンネルサーバのみに使用者が集中され、
そうではないサーバには継続的に少ない数の使用者のみ維持されるという問題点があった
が、本発明によれば、ゲームルームマネージャサーバがゲームルームの生成されるゲーム
ルームサーバを指定するので、このような問題点が解決される。
【００８６】
　また、ハブサーバがそれぞれのゲームルームに固有住所情報を割り当てて、割り当てら
れた住所情報がゲームルームマネージャサーバにより管理されるので、複数個のゲームル
ームサーバに生成された、いかなるゲームルームにも制約なしに参加することが可能とな
り、ゲームシステムに開設されたすべてのゲームルーム情報を効率的に管理することがで
きる。
【００８７】
　図６は本発明の第２実施形態によるハブサーバの住所の割り当て過程を示すフローチャ
ートである。
　上記のように、本発明の第２実施形態によれば、ハブサーバは上位レベルであるプロセ
ス及びグループの住所を割り当てて、グループが下位レベルであるスペースの住所を割り
当てるので、図６はハブサーバが上位レベルの住所を割り当てる過程を示すフローチャー
トである。
【００８８】
　上位レベルであるプロセス及びグループに対する住所割り当ては、ゲームシステムが初
期化される際、遂行され得る。
　図６を参照すると、段階６００で、フロントサーバ群及びバックエンドサーバ群のサー
バはシステムが始まる際にハブサーバにプロセス及びグループの住所割り当てを要請する
。
【００８９】
　段階６０２で、ハブサーバは住所割り当て要請に応答してフロントサーバ群及びバック
エンドサーバ群に生成される各プロセス及びグループの住所を生成し、段階６０４で、生
成された住所情報をフロントサーバ群及びバックエンドサーバ群のサーバに伝送する。
【００９０】
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　本発明の第２実施形態による住所は階層的な構造であるので同一のプロセスに属するグ
ループでは、その住所のうちのグループ識別子のみが異なり、プロセス識別子は同一であ
る。例えば、プロセス識別子がＦＦのプロセスに属する第１グループ及び第２グループが
ハブサーバから割り当てられた住所はＦＦ０１及びＦＦ０２であり得る。
【００９１】
　段階６０６で、ハブサーバは段階６０２で生成された住所情報を保存し、生成された住
所情報を管理する。
　段階６０８で、ハブサーバからプロセス及びグループの住所を受信したフロントサーバ
群及びバックエンドサーバ群の各サーバは伝送されたプロセス及びグループの住所に応じ
てプロセス及びグループを生成する。
【００９２】
　図６とは異なり、フロントサーバ群及びバックエンドサーバ群のサーバはプロセス及び
グループをあらかじめ生成し、生成されたプロセス及びグループの住所情報のみをハブサ
ーバから割り当ててもらえるという点は当業者にとって自明である。
【００９３】
　図７は本発明の第２実施形態によるゲームルーム生成過程を示すフローチャートである
。
　図７を参照すると、段階７００で、フロントサーバ群に接続した使用者はゲームルーム
生成を要請し、フロントサーバ群のサーバは当該要請情報を受信する。第１実施形態の場
合と同じく、使用者は待機者サーバに接続した状態でゲームルーム生成を要請することが
できるし、別のフロントサーバに接続した状態でゲームルーム生成を要請することもでき
る。
【００９４】
　段階７０２で、ゲームルーム生成要請情報を受信した待機者サーバはゲームルーム生成
制御情報を要請するパケットを生成してハブサーバに伝達する。
　生成されたパケットにはゲームルームマネージャサーバの住所情報が含まれている。段
階７０４で、ハブサーバは住所情報を通じてゲームルームマネージャサーバに伝送される
パケットであることを判断して、当該パケットをゲームルームマネージャサーバに伝送す
る。
【００９５】
　段階７０６で、ゲームルームマネージャサーバは、管理している各グループでのゲーム
ルーム状態情報を利用してゲームルームを生成するグループを指定する。第１実施形態の
場合、ゲームルームマネージャサーバがゲームルームサーバを指定したが、階層的な住所
を有する第２実施形態の場合、ゲームルームマネージャサーバはグループを指定するほう
が好ましい。第１実施形態の場合と同じく、ゲームルームマネージャサーバは多数のグル
ープにゲームルームが均等に生成されるようにグループを指定するほうが好ましい。
【００９６】
　段階７０８で、グループ指定情報は、まずハブサーバに伝送される。グループ指定情報
にはゲームルームが生成されるグループの住所情報が含まれている。段階７１０で、ハブ
サーバはグループ指定情報をゲームルーム生成を要請した使用者に伝送する。
【００９７】
　待機者サーバまたはフロントサーバ群の別のサーバに接続していた使用者は、上記グル
ープ指定情報に含まれたグループの住所情報を利用して当該グループが形成されているゲ
ームルームサーバに接続する。
【００９８】
　段階７１２で、当該ゲームルームサーバに接続した使用者のクライアントプログラムは
、指定されたグループに生成するゲームルームのスペースの住所情報を要請し、グループ
は生成されるゲームルームのスペースの住所情報を割り当てる。
【００９９】
　割り当てられた住所情報に応じて、当該グループにゲームルームスペースが生成される
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。段階７１６で、ゲームルームの生成されたゲームルームサーバのグループは生成された
ゲームルームの情報( ゲームルーム名、生成者、ゲームルーム属性情報、ゲームルーム住
所情報などを含む) をハブサーバに伝送する。段階７１８で、ハブサーバはゲームルーム
情報をゲームルームマネージャサーバに伝送し、段階７２０で、ゲームルームマネージャ
サーバはゲームルームサーバから伝送されたゲームルーム情報を保存する。
【０１００】
　図８は本発明の第２実施形態によるゲームルームサーバの構成を示すブロック図である
。
　図８を参照すると、本発明の第２実施形態によるゲームルームサーバには複数のグルー
プが形成されている。それぞれのグループはスペース住所生成部８００、スペース住所管
理部８２０、ゲームルーム生成部８０４、ゲームルーム状態情報伝送部８０６及びメッセ
ージ伝達部８０８を含むことができる。
【０１０１】
　スペース住所生成部８００はグループに生成されるゲームルームのスペースの住所を生
成して割り当てるように機能する。上記のように、上位レベルの住所であるプロセス及び
グループの住所はハブサーバにより割り当てられ、住所が割り当てられた各サーバのグル
ープは、その内部に生成されるゲームルームのスペースの住所を割り当てる。
【０１０２】
　ゲームルームマネージャサーバからゲームルームの生成が要請される場合、スペース住
所生成部８００は生成されるゲームルームの住所を割り当てる。例えば、プロセスの住所
がＦＦであり、グループの住所が０１であり、グループ内部に初めて生成されるゲームル
ームである場合、ＦＦ０１０１のような住所が生成されるゲームルームスペースに付与さ
れ得る。
【０１０３】
　スペース住所管理部８０２は、スペース住所生成部８００により生成された各スペース
の住所情報を管理する。スペース住所生成部８００が住所を割り当てた場合、割り当てら
れた住所情報はスペース住所管理部８０２に保存される。また住所の割り当てられたスペ
ースが無くなる場合、スペース住所管理部８０２は当該スペースに対する住所情報を削除
する。
【０１０４】
　ゲームルーム生成部８０４は、ゲームルームマネージャサーバの制御により使用者が参
加して競争または協力してゲームをプレーする空間であるゲームルームを生成するように
機能する。
【０１０５】
　ゲームルーム状態情報伝送部８０６は、ゲームルームの生成、消滅、参加者変化情報の
ようなゲームルームの状態が変更される場合、状態情報をゲームルームマネージャサーバ
に提供するように機能する。ゲームルーム状態情報伝送部８０６はゲームルーム状態情報
をハブサーバに伝送し、ハブサーバがこれをゲームルームマネージャサーバに伝達する。
スペース住所生成部８００から住所が割り当てられてゲームルームスペースが生成される
場合、ゲームルーム状態情報伝送部８０６は生成されたゲームルームの住所情報を含むゲ
ームルーム情報をゲームルームマネージャサーバに伝送する。
【０１０６】
　第１実施形態の場合と同じく、ゲームルーム状態情報伝送部８０６はゲームルームの状
態を継続的にモニタリングし、状態変化が発生する場合、変化された情報のみを伝送する
こともできるし、すべての状態情報を伝送することもできる。
【０１０７】
　メッセージ伝達部８０８はグループに伝送されたメッセージを当該スペースに伝達する
ように機能する。本発明によるゲームシステムは使用者が接続したサーバにかかわらず別
のサーバに接続した使用者へのメッセージの伝達が可能であり、ハブサーバはメッセージ
をメッセージ受信者が接続したグループに伝送する。グループのメッセージ伝達部８０８
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はメッセージのスペース住所を利用してメッセージを当該スペースに伝送し、当該スペー
スを通じてメッセージが最終受信者に伝達できるようにする。
【０１０８】
　図９は本発明の好ましい一実施形態によるゲームルームマネージャサーバのモジュール
構成を示すブロック図である。
　図９を参照すると、本発明の一実施形態によるゲームルームマネージャサーバは、ゲー
ムルーム生成制御部９００、ゲームルーム情報受信部９０２、ゲームルーム情報管理部９
０４、ゲームルーム情報提供部９０６及びゲームルーム参加マッチング部９０８を含むこ
とができる。
【０１０９】
　ゲームルーム生成制御部９００は、ゲームルーム生成要請情報を受信する場合、ゲーム
ルーム生成に対する制御情報をゲームルームを生成した使用者に提供するように機能する
。本発明の第１実施形態によれば、ゲームルーム生成制御部９００はゲームルームの生成
されるゲームルームサーバを指定して使用者に提供する。本発明の第２実施形態によれば
、ゲームルーム生成制御部９００はゲームルームが生成されるグループを指定して使用者
に提供する。上記のように、本発明の好ましい実施形態によれば、ゲームルーム生成制御
部９００はゲームルームサーバまたはグループに均等にゲームルームが生成されるように
ゲームルームサーバまたはグループを指定する。
【０１１０】
　ゲームルーム情報受信部９０２は、ゲームルームサーバのゲームルームに状態変化が生
ずる場合( 例えば、ルームが無くなるとか、ルームに参加する使用者が変更される場合) 
、状態変化情報をゲームルームサーバから受信するように機能する。上記のように、ゲー
ムルームサーバは状態変化が生ずる場合、変動された情報のみをゲームルーム情報受信部
９０２に提供することもできるし、全体ルーム情報をまた伝送することもできる。
【０１１１】
　ゲームルーム情報管理部９０４は、ゲームルーム情報受信部９０２が受信した情報を反
映するデータベースとして機能する。ゲームルーム情報管理部９０４はゲームルーム情報
受信部９０２が受信したデータをあらかじめ設定されたアルゴリズムに応じてデータベー
スに保存できる形態に変換して、変換された情報を保存する。
【０１１２】
　ゲームルーム情報提供部９０６はゲームルーム情報の要請がある場合、ゲームルーム情
報管理部９０４に保存されたルーム情報を提供するように機能する。待機者サーバに接続
した使用者が特定チャンネルを選択する場合、選択したチャンネルに対するゲームルーム
リスト要請情報がゲームルームマネージャサーバに伝送され、ゲームルーム情報提供部９
０６は当該要請情報に応答して開設されたルームに対する情報を提供する。
【０１１３】
　使用者は、ゲームルームの生成時にゲームルームの属性情報( 例えば、参加する使用者
のレベル、年齢、性別、人数など) を入力することができる。ゲームルーム情報提供部９
０６は、開設されたゲームルームのリストだけではなく上記の属性情報を利用してより詳
細なゲームルーム情報を提供することができる。
【０１１４】
　例えば、使用者は、特定レベル以上の使用者が参加するルーム情報、特定人数が参加す
るルーム情報など特定の属性を有するゲームルーム情報のみを要請することができる。ゲ
ームルームマネージャサーバは、使用者が要請した属性に相応するゲームルームリストの
みを抽出して使用者に提供する。チャンネルにかかわらずゲームシステムに生成されたす
べてのゲームルームに対する情報がゲームルーム情報管理部９０４により管理されるので
、ゲームルーム情報提供部９０６は、使用者が要請した属性に相応する開設されたすべて
のゲームルーム情報を提供することができる。
【０１１５】
　ゲームルーム参加マッチング部９０８は、使用者がより早くゲームルームに参加できる
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ようにする機能を提供する。ゲームルーム参加マッチング部９０８は、使用者がゲームル
ームへの早い参加を要請する場合、使用者の特性( 例えば、レベル、年齢など) に適する
ゲームルームを自動的にマッチングさせるように機能する。
【０１１６】
　ゲームルーム参加マッチング部９０８は、上記のゲームルームの属性情報を利用して使
用者の特性に適するゲームルームを選択し、選択されたゲームルームの住所情報をゲーム
ルームの早い参加を要請した使用者に伝送して、使用者が当該ゲームルームスペースに直
ちに接続できるようにする。ゲームルーム参加マッチング部のより詳しい動作は別途の図
面を通じて後に説明する。
【０１１７】
　図１０は本発明の好ましい一実施形態によるゲームルーム状態情報をゲームルームマネ
ージャサーバに提供する過程を示すフローチャートである。
　図１０を参照すると、段階１０００で、ゲームルームサーバに生成されたそれぞれのゲ
ームルームスペースは自分のゲームルームに状態変化があるか否かをモニタリングする。
例えば、状態変化にはゲームルームに新しい使用者が参加することやゲームルームが無く
なる場合などが含まれ得る。
【０１１８】
　段階１００２で、ゲームルームスペースに状態変化がある場合、ゲームルームサーバは
状態情報パケットを生成する。
　図１２は本発明の好ましい一実施形態によるゲームルーム状態情報パケットの構造を示
す図である。
【０１１９】
　図１２に示されているように、本発明の一実施形態による状態情報パケットはゲームル
ーム住所フィールド１２００、ルーム名フィールド１２０２、ルーム属性フィールド１２
０４、ルーム参加者フィールド１２０６を含むことができる。
【０１２０】
　ゲームルーム住所フィールド１２００にはそれぞれのゲームルームに付与される固有の
住所情報が記録される。ゲームルームマネージャサーバはゲームルーム住所フィールドの
ゲームルーム住所を通じてどんなゲームルームの状態情報パケットであるのかを判断する
。
【０１２１】
　ゲームルーム名フィールド１２０２にはゲームルーム生成者がゲームルームの生成時に
入力したゲームルーム名情報が記録される。ゲームルーム名はゲーム途中にルーム生成者
またはゲームルーム参加者により変更されても良い。変更されたゲームルーム名はゲーム
ルーム名フィールド１２０２に記録されてゲームルームマネージャサーバに伝送される。
【０１２２】
　ゲームルーム属性フィールド１２０４にはゲームルーム生成者がゲームルームの生成時
に設定した属性情報が記録される。前述したように、本発明の好ましい実施形態によれば
、ゲームルーム生成者はゲームルームの生成時に、参加する使用者のレベル、人数、参加
する使用者の性別、ゲーム形態などを指定でき、このような属性を設定することができる
ようにウェブページが使用者に提供される。使用者が設定した属性情報はゲームルーム属
性フィールド１２０４に記録される。また、ゲームルーム属性はゲームルーム生成者また
は参加者によって変更され得る。変更された情報はゲームルーム属性フィールド１２０４
に記録されて使用者マネージャサーバに伝送される。
【０１２３】
　ゲームルーム参加者フィールド１２０６には現在参加している使用者の情報が記録され
る。それぞれのゲームルームは参加している使用者が変更されるか否かをモニタリングし
、特定使用者がゲームルームに新たに参加する場合やゲームルームから退出する場合、当
該情報をゲームルーム参加者フィールドに記録してゲームルームマネージャサーバに伝送
する。
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【０１２４】
　図１２のような形態の状態情報パケットは、段階１００４で、ハブサーバに伝送される
。図１２には図示されていないが、状態情報パケットの目的地住所フィールドにはゲーム
ルームマネージャサーバの住所が含まれている。段階１００６で、ハブサーバは目的地住
所を通じてゲームルームマネージャサーバに伝送されなければならないパケットであるこ
とを判断し、段階１００８で、ゲームルームマネージャサーバと連結されたソケットを通
じて状態情報パケットをゲームルームマネージャサーバに伝送する。
【０１２５】
　段階１０１０で、ゲームルームマネージャサーバは受信された状態情報パケットを分析
して変更された状態を保存する。変更された状態情報は図９のゲームルーム情報管理部９
０４に保存される。
【０１２６】
　図１１は本発明の好ましい一実施形態によるゲームルーム参加過程を示すフローチャー
トである。
　図１１を参照すると、段階１１００で、フロントサーバ群( 主に待機者サーバ) に接続
した使用者はゲームルームリストをフロントサーバ群に要請し、フロントサーバ群はゲー
ムルームリストの要請情報をハブサーバに伝送する。上記のように、使用者は特定属性に
相応するゲームルーム情報のみを要請することもでき、使用者が指定した属性情報はゲー
ムルームリスト要請情報に含まれる。
【０１２７】
　段階１１０２で、ハブサーバは受信したゲームルームリストの要請情報をゲームルーム
マネージャサーバに伝送し、ゲームルームマネージャサーバはゲームルームリスト要請情
報を分析していかなる種類のゲームルームが要請されたのかを判断する。段階１１０４で
、ゲームルームマネージャサーバはゲームルームの属性情報を利用して使用者が要請した
種類のゲームルームを検索する。
【０１２８】
　段階１１０８で、検索を通じて、ゲームルームマネージャサーバは使用者が要請した種
類に適するゲームルームリストを抽出し、ゲームルームリストの情報をハブサーバに伝送
する。ゲームルームリストにはゲームルームのルーム名、属性などの基本的なゲームルー
ム情報とともに各ゲームルームの住所情報が含まれる。
【０１２９】
　段階１１１０で、ハブサーバは伝送されたゲームルームリストの情報をフロントサーバ
群に接続した使用者に伝送し、使用者はリストのゲームルームの中から一つを選択する。
段階１１１２で、使用者が特定のゲームルームを選択する場合、使用者は当該ゲームルー
ムの住所に移動されて当該ゲームルームスペースに参加することになる。
【０１３０】
　図１３は本発明の好ましい一実施形態によるゲームルームマネージャサーバのゲームル
ーム参加マッチング部の動作を示すフローチャートである。
　上述のように、ゲームルーム参加マッチング部は、使用者の要請がある場合、使用者が
自分に適するゲームルームに直ちに参加できるようにする機能を提供する。
【０１３１】
　図１３を参照すれと、段階１３００で、ゲームルームマネージャサーバは使用者からゲ
ームルームマッチング要請情報を受信する。使用者に提供されるゲームルーム参加のため
のウェブページには一般的なゲームルーム参加インタフェースだけではなくゲームルーム
の早い参加のインタフェースも提供されて、使用者はゲームルームへの早い参加のインタ
フェースを通じてゲームルームマッチングを要請することができる。
【０１３２】
　段階１３０２で、ゲームルームマッチングの要請情報を受信したゲームルームマネージ
ャサーバはゲームルームマッチングのために使用者の特性情報を分析する。ここで、使用
者の特性情報には使用者のゲームレベル、年齢、性別などが含まれ得る。本発明の一実施
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形態によれば、使用者の特性情報は使用者クライアントに設置されたアプリケーションプ
ログラムがゲームルームマネージャサーバに使用者の属性情報を伝送することで、ゲーム
ルームマネージャサーバに提供することができる。本発明の他の実施形態によれば、ゲー
ムルームマネージャサーバは使用者のＩＤを利用して使用者の特性情報を使用者マネージ
ャサーバに要請して使用者マネージャサーバから特性情報の提供を受けることもできる。
【０１３３】
　使用者の特性情報が分析されると、段階１３０４で、ゲームルームマネージャサーバは
使用者の特性情報を利用して、使用者特性に相応するゲームルームリストを抽出する。一
例として、使用者のゲームレベルが１０である場合、ゲームルームマネージャサーバはゲ
ームレベルが１０または１０に近い使用者が参加することになっているゲームルームリス
トを抽出する。
【０１３４】
　ゲームルームリストを抽出した後、段階１３０６で、ゲームルームマネージャサーバは
選択されたリストのゲームルームの中から一つをあらかじめ設定されたアルゴリズムに応
じて選択する。例えば、ゲームルームマネージャサーバはリストのゲームルームの中から
ランダムに一つを選択することもできるし、使用者の特性とゲームルームの属性との間の
類似度の計算を通じて類似度が一番高いゲームルームを選択することもできる。
【０１３５】
　段階１３０８で、ゲームルームが選択されると、ゲームルームマネージャサーバは選択
されたゲームルームの住所情報を含むゲームルーム情報を使用者に伝送する。使用者はゲ
ームルームの住所情報を利用して当該ゲームルームに直ちに参加することができる。
【０１３６】
　図１４は本発明の好ましい一実施形態による待機者マネージャサーバのモジュールの構
成を示すブロック図である。
　図１４を参照すると、本発明の一実施形態による待機者マネージャサーバはチャンネル
管理部１４００、チャンネル情報受信部１４０２、チャンネル生成/ 参加制御部１４０４
及びチャンネル情報提供部１４０６を含むことができる。
【０１３７】
　チャンネル管理部１４００は、待機者サーバから提供されたチャンネル情報を管理する
ように機能する。上述したように、チャンネルはゲームシステム運営者によりあらかじめ
設定された個数のチャンネルだけが提供されても良いし、使用者が自由にチャンネルを設
定しても良い。
【０１３８】
　チャンネル管理部１４００は、待機者サーバに開設されたチャンネル情報及び各チャン
ネルに参加した使用者情報を管理する。待機者サーバは、使用者があらかじめ設定された
チャンネルに参加する場合、使用者のチャンネル参加情報を待機者マネージャサーバに伝
送し、チャンネル情報受信部１４０２がそのチャンネル参加情報を受信する。伝送された
情報はチャンネル情報受信部１４０２によってあらかじめ設定されたデータフォーマット
に変換され、チャンネル管理部１４００は受信された情報を保存する。チャンネル参加情
報だけではなく使用者が当該チャンネルから退出する場合、チャンネルから退出する情報
もチャンネル情報受信部１４０２に受信され、チャンネル管理部１４００は受信された情
報を反映する。
【０１３９】
　チャンネル生成/ 参加制御部１４０４は、使用者のチャンネル生成またはチャンネル参
加時に制御情報を提供するように機能する。特定チャンネルに参加した使用者を同一のス
ペースに位置するようにする場合、チャンネル生成/ 参加制御部１４０４は使用者からチ
ャンネル参加要請情報を受信すると、当該チャンネルに相応するスペースの住所情報を提
供して使用者が当該スペースに移動するようにする。勿論、上述したように、同じチャン
ネルを選択した使用者が必ず同一のスペースに位置する必要はないので、チャンネルのス
ペース住所情報提供機能は必須の機能ではない。
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【０１４０】
　また、チャンネル生成/ 参加制御部１４０４は、使用者または運営者によりチャンネル
が生成される場合、チャンネルが生成される待機者サーバまたはグループを指定するよう
に機能する。もちろん同一のチャンネルの使用者が同一のスペースに位置する必要がない
場合にはこの機能は提供されないこともある。ハブサーバによりスペース住所情報が割り
当てられる場合、チャンネル生成/ 参加制御部１４０４はチャンネルの生成される待機者
サーバを指定し、待機者サーバはハブサーバとの通信を通じてチャンネルのスペースの固
有住所を割り当ててもらう。階層的な住所情報を利用する実施形態の場合、チャンネル生
成/ 参加制御部１４０４はチャンネルスペースの生成されるグループ情報を指定し、待機
者サーバの当該グループはチャンネルのスペースの固有住所を割り当ててチャンネルスペ
ースを生成する。
【０１４１】
　チャンネル情報提供部１４０６は、使用者が特定チャンネルを選択した場合、当該チャ
ンネルの使用者情報を提供するように機能する。チャンネル情報提供部１４０６はチャン
ネル管理部１４００により管理されるチャンネルの使用者情報を当該チャンネルを選択し
た使用者に提供する。
【０１４２】
　図１５は本発明の好ましい一実施形態によるチャンネル生成過程を示すフローチャート
である。
　図１５を参照すると、段階１５００で、使用者は待機者サーバに接続した後、待機者サ
ーバにチャンネル生成要請情報を伝送する。待機者サーバが提供するウェブページにはチ
ャンネル生成の要請できるインタフェースが具備されている。使用者は具備されたインタ
フェースを利用してチャンネル生成要請情報を伝送することができる。使用者は、レベル
、年齢、地域、性別などのような属性情報を組み合わせてチャンネルの属性を定めて当該
チャンネルの生成を要請することができる。例えば、１- ５レベルであって、女性使用者
のためのチャンネルを形成しようとする場合、レベルでは１- ５レベルを選択し、性別で
は女性を選択してチャンネル属性を定めて当該チャンネルの生成を要請することができる
。
【０１４３】
　段階１５０２で、チャンネル生成要請情報は、待機者マネージャサーバに伝送され、段
階１５０４で、待機者マネージャサーバは、チャンネル生成に対する制御情報を待機者サ
ーバに提供する。ハブサーバが住所を割り当てる実施形態の場合、待機者マネージャサー
バは、チャンネルの生成される待機者サーバに対する指定情報を提供することができる。
階層的住所体系を利用する実施形態の場合、待機者マネージャサーバはグループ指定情報
を提供することができる。
【０１４４】
　段階１５０６で、待機者マネージャサーバから制御情報を受信した待機者サーバは、当
該サーバまたは当該グループに生成される住所情報を割り当て、段階１５０８で、チャン
ネルを生成する。住所割り当ては、上述したように、ハブサーバまたはグループによりな
される。
【０１４５】
　チャンネルが生成されると、段階１５１０で、待機者サーバはチャンネル情報をチャン
ネル生成を要請した使用者に提供するが、チャンネル情報には生成されたチャンネルのス
ペース住所情報が含まれる。段階１５１２で、使用者は生成されたチャンネルのスペース
住所情報を利用して当該チャンネルスペースに移動する。
【０１４６】
　図１５には使用者が、チャンネル住所割り当て及びチャンネル生成の後、当該チャンネ
ルに移動する場合が示されているが、使用者が段階１５０４の制御情報を受信して当該待
機者サーバまたは当該グループに移動した後にチャンネル住所割り当て及びチャンネル生
成が行われても良い。
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【０１４７】
　また、図１５とは異なり、チャンネルは論理的にだけ存在してチャンネルに対する具体
的なスペース割り当ては選択的であるということは既に説明した通りである。
　図１６は本発明の一実施形態によるチャンネル情報の提供を受けてチャンネルの特定ゲ
ームルームに参加する過程を示すフローチャートである。
【０１４８】
　図１６はゲーム運営者があらかじめ設定したチャンネルに使用者が参加してゲームルー
ムを選択する過程を示すフローチャートである。
　図１６を参照すると、段階１６００で、ゲーム運営者は待機者サーバにチャンネルをあ
らかじめ設定して各チャンネルに相応する検索キーワードを設定する。ここで、検索キー
ワードは、使用者が特定チャンネルを選択した場合、ゲームルームマネージャサーバが当
該チャンネルに対するゲームルームリストを検索するための検索キーワードを意味する。
【０１４９】
　段階１６０２で、待機者サーバに接続した使用者は待機者サーバが提供するウェブペー
ジを利用してウェブページにリストされたチャンネルの中から特定チャンネルに対する情
報を要請する。
【０１５０】
　段階１６０４で、待機者サーバは使用者が選択したチャンネルに相応する検索キーワー
ドを抽出して検索クエリーを生成する。段階１６０６で、待機者サーバが生成した検索ク
エリーはゲームルームマネージャサーバに伝送される。ここで、運営者が設定したチャン
ネルに対する検索キーワードはクライアントプログラムに設定されても良い。検索クエリ
ーもまたクライアントプログラムにより生成されてゲームルームマネージャサーバに伝送
されても良い。
【０１５１】
　段階１６０８で、ゲームルームマネージャサーバは検索クエリーに含まれたチャンネル
属性情報及び各ゲームルームに対して設定された属性情報を利用してチャンネル属性に相
応するゲームルームを検索する。
【０１５２】
　ゲームルームが検索されると、段階１６１０で、ゲームルームマネージャサーバは検索
されたゲームルームリストを待機者サーバに伝送する。
　一方、段階１６１２で、待機者サーバは待機者マネージャサーバに使用者が選択したチ
ャンネルに参加した使用者情報を要請し、待機者マネージャサーバから選択されたチャン
ネルに参加した使用者情報を受信する。
【０１５３】
　段階１６１４で、待機者サーバはゲームルームマネージャサーバから受信したチャンネ
ルゲームルームリストと待機者マネージャサーバから受信したチャンネル使用者情報を使
用者に伝送する。ゲームルーム情報及び使用者情報はウェブページの形態で提供されても
良く、あらかじめ設定されたフォーマットのデータで使用者情報及びゲームルーム情報が
伝送され、使用者クライアントに設置されたアプリケーションがこれをディスプレーする
ことができる。
【０１５４】
　段階１６１６で、使用者が、伝送されたゲームルームリストの中から一つを選択すると
、段階１６１８で、使用者はゲームルーム情報に含まれたゲームルームのスペース住所情
報を利用して選択したゲームルームスペースに移動する。
【０１５５】
　図１７は本発明の別の実施形態によるチャンネル情報の提供を受けてチャンネルの特定
のゲームルームに参加する過程を示すフローチャートである。
　上述したように本発明によれば、使用者はレベル、年齢、地域、性別などの属性情報を
組み合わせたチャンネル情報の提供が可能であり、このような組み合わせにより多様な種
類のチャンネル情報提供が可能である。図１７は使用者により属性の組み合わされたチャ
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ンネル情報を提供する場合を図示している。
【０１５６】
　図１７を参照すると、段階１７００で、運営者によってあらかじめ設定されたチャンネ
ルではなく、使用者が属性を組み合わせたチャンネルを選択するため、使用者はチャンネ
ル選択のためのウェブページを要請し、段階１７０２で、待機者サーバからチャンネル選
択ウェブページの提供を受ける。
【０１５７】
　段階１７０４で、使用者に提供されたウェブページには、レベル、年齢、地域、性別な
どのチャンネル属性の選択できるインタフェースが具備され、使用者は具備されたインタ
フェースを利用してチャンネル属性を選択するが、二つ以上のチャンネル属性の選択が可
能である。
【０１５８】
　待機者サーバはチャンネル関連情報のみを提供し、チャンネル属性の選択のためのイン
タフェースはクライアントプログラムから提供することもできる。
　段階１７０６で、使用者のチャンネル属性選択情報は待機者サーバに伝送され、段階１
７０８で、待機者サーバは、ハブサーバを通じてチャンネル属性選択情報をゲームルーム
マネージャサーバに伝送する。待機者サーバは、チャンネル属性選択情報に相応する検索
クエリーを生成してゲームルームマネージャサーバに伝送するのが好ましい。上述したよ
うに、クライアントプログラムが検索クエリーを生成して、生成された検索クエリーがゲ
ームルームマネージャサーバに伝送され得る。
【０１５９】
　段階１７１０で、ゲームルームマネージャサーバは選択されたチャンネル属性に相応す
るゲームルームリストをゲームルーム属性情報を利用して検索する。段階１７１２で、ゲ
ームルームマネージャサーバは検索されたゲームルームリスト情報を待機者サーバに伝送
する。
【０１６０】
　一方、段階１７１４で、待機者サーバは待機者マネージャサーバに使用者が選択したチ
ャンネルの属性と同一のチャンネルに参加した使用者情報を要請して受信する。
　段階１７１６で、待機者サーバはゲームルームマネージャサーバから受信したチャンネ
ルゲームルームリストと待機者マネージャサーバから受信したチャンネル使用者情報を使
用者に伝送する。図１６の場合と同じく、ゲームルーム情報及び使用者情報はウェブペー
ジの形態で提供されても良く、あらかじめ設定されたフォーマットのデータで使用者情報
及びゲームルーム情報が伝送され、使用者クライアントに設置されたアプリケーションが
これをディスプレーすることができる。
【０１６１】
　段階１７１８で、使用者が伝送されたゲームルームリストの中から一つを選択すると、
段階１７２０で、使用者はゲームルーム情報に含まれたゲームルームのスペース住所情報
を利用して選択したゲームルームスペースに移動する。
【図面の簡単な説明】
【０１６２】
【図１】従来のオンラインゲームシステムの一例を示す図である。
【図２】本発明の好ましい一実施形態によるゲームルーム管理システムの構成を示す図で
ある。
【図３】本発明の第１実施形態によるゲームルームサーバにゲームルームが開設される手
続きを示すフローチャートである。
【図４】本発明の第１実施形態によるゲームルームサーバのモジュールの構成を示すブロ
ック図である。
【図５】本発明の第２実施形態による階層的な住所体系の一例を示す図である。
【図６】本発明の第２実施形態によるハブサーバの住所割り当て過程を示すフローチャー
トである。
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【図７】本発明の第２実施形態によるゲームルーム生成過程を示すフローチャートである
。
【図８】本発明の第２実施形態によるゲームルームサーバの構成を示すブロック図である
。
【図９】本発明の好ましい一実施形態によるゲームルームマネージャサーバのモジュール
構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明の好ましい一実施形態によるゲームルーム状態情報をゲームルームマネ
ージャサーバに提供する過程を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の好ましい一実施形態によるゲームルーム参加過程を示すフローチャー
トである。
【図１２】本発明の好ましい一実施形態によるゲームルーム状態情報パケットの構造を示
す図面である。
【図１３】本発明の好ましい一実施形態によるゲームルームマネージャサーバのゲームル
ーム参加マッチング部の動作を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の好ましい一実施形態による待機者マネージャサーバのモジュールの構
成を示すブロック図である。
【図１５】本発明の好ましい一実施形態によるチャンネル生成過程を示すフローチャート
である。
【図１６】本発明の一実施形態によるチャンネルの情報の提供を受けてチャンネルの特定
のゲームルームに参加する過程を示すフローチャートである。
【図１７】本発明の別の実施形態によるチャンネル情報の提供を受けてチャンネルの特定
のゲームルームに参加する過程を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１６３】
２００…使用者マネージャサーバ、２０２…待機者マネージャサーバ、２０４…ゲームル
ームマネージャサーバ、２０６…ハブサーバ、２０８…ロビーサーバ、２１０…待機者サ
ーバ、２１２…ゲームルームサーバ、９００…ゲームルーム生成制御部、９０２…ゲーム
ルーム情報受信部、９０４…ゲームルーム情報管理部、９０６…ゲームルーム情報提供部
、９０８…ゲームルーム参加マッチング部。
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